
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
⼭梨県 住宅地 -1.0 -0.8 -0.9 -0.7 -0.6
⼭梨県 宅地⾒込地
⼭梨県 商業地 -0.5 -0.3 -0.8 -0.6 -0.4
⼭梨県 準⼯業地
⼭梨県 ⼯業地 -0.4 0.6 -0.1 1.7 1.7
⼭梨県 市街化調整区域内宅地
⼭梨県 林地
甲府市 住宅地 -0.9 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5
甲府市 宅地⾒込地
甲府市 商業地 -0.1 0.0 -0.6 -0.5 0.0
甲府市 準⼯業地
甲府市 ⼯業地 -0.5 1.2 -0.2 2.5 2.1
甲府市 市街化調整区域内宅地
甲府市 林地
富⼠吉⽥市 住宅地 -1.0 -0.4 -0.7 -0.4 -0.2
富⼠吉⽥市 宅地⾒込地
富⼠吉⽥市 商業地 -0.4 -0.3 -1.0 0.0 0.0
富⼠吉⽥市 準⼯業地
富⼠吉⽥市 ⼯業地
富⼠吉⽥市 市街化調整区域内宅地
富⼠吉⽥市 林地
都留市 住宅地 -0.5 -0.2 -0.6 -0.6 -0.4
都留市 宅地⾒込地
都留市 商業地 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.4
都留市 準⼯業地
都留市 ⼯業地 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.6
都留市 市街化調整区域内宅地
都留市 林地
⼭梨市 住宅地 -1.2 -1.2 -1.2 -0.8 -0.6
⼭梨市 宅地⾒込地
⼭梨市 商業地 -1.5 -1.7 -2.1 -1.7 -1.2
⼭梨市 準⼯業地
⼭梨市 ⼯業地
⼭梨市 市街化調整区域内宅地
⼭梨市 林地
⼤⽉市 住宅地 -0.7 -0.7 -0.9 -0.9 -0.9
⼤⽉市 宅地⾒込地
⼤⽉市 商業地 -1.4 -1.2 -1.4 -1.1 -1.2
⼤⽉市 準⼯業地
⼤⽉市 ⼯業地
⼤⽉市 市街化調整区域内宅地
⼤⽉市 林地
韮崎市 住宅地 -1.1 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8
韮崎市 宅地⾒込地
韮崎市 商業地 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.0



韮崎市 準⼯業地
韮崎市 ⼯業地
韮崎市 市街化調整区域内宅地
韮崎市 林地
南アルプス市 住宅地 -1.0 -0.9 -0.9 -1.0 -0.9
南アルプス市 宅地⾒込地
南アルプス市 商業地 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.5
南アルプス市 準⼯業地
南アルプス市 ⼯業地
南アルプス市 市街化調整区域内宅地
南アルプス市 林地
北杜市 住宅地 -1.7 -1.6 -1.4 -0.9 -0.5
北杜市 宅地⾒込地
北杜市 商業地
北杜市 準⼯業地
北杜市 ⼯業地
北杜市 市街化調整区域内宅地
北杜市 林地
甲斐市 住宅地 -0.7 -0.5 -0.6 -0.4 -0.2
甲斐市 宅地⾒込地
甲斐市 商業地 -1.3 -0.6 -0.7 -0.4 0.0
甲斐市 準⼯業地
甲斐市 ⼯業地
甲斐市 市街化調整区域内宅地
甲斐市 林地
笛吹市 住宅地 -2.4 -1.9 -1.8 -1.4 -1.2
笛吹市 宅地⾒込地
笛吹市 商業地 -1.8 -1.4 -1.4 -1.1 -0.8
笛吹市 準⼯業地
笛吹市 ⼯業地
笛吹市 市街化調整区域内宅地
笛吹市 林地
上野原市 住宅地 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2
上野原市 宅地⾒込地
上野原市 商業地 -0.7 -0.6 -0.4 -0.4 -0.3
上野原市 準⼯業地
上野原市 ⼯業地
上野原市 市街化調整区域内宅地
上野原市 林地
甲州市 住宅地 -1.5 -1.1 -1.0 -0.8 -0.9
甲州市 宅地⾒込地
甲州市 商業地 -3.0 -1.5 -1.3 -1.1 -1.0
甲州市 準⼯業地
甲州市 ⼯業地
甲州市 市街化調整区域内宅地
甲州市 林地



中央市 住宅地 -1.4 -1.1 -1.0 -0.7 -0.7
中央市 宅地⾒込地
中央市 商業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中央市 準⼯業地
中央市 ⼯業地
中央市 市街化調整区域内宅地
中央市 林地
⻄⼋代郡市川三郷町 住宅地 -1.1 -1.4 -1.9 -1.1 -1.0
⻄⼋代郡市川三郷町 宅地⾒込地
⻄⼋代郡市川三郷町 商業地 -0.7 -0.7
⻄⼋代郡市川三郷町 準⼯業地
⻄⼋代郡市川三郷町 ⼯業地
⻄⼋代郡市川三郷町 市街化調整区域内宅地
⻄⼋代郡市川三郷町 林地
南巨摩郡⾝延町 住宅地 -2.8 -2.7 -3.3 -3.4 -3.5
南巨摩郡⾝延町 宅地⾒込地
南巨摩郡⾝延町 商業地 -1.1 -1.1 -1.9 -2.3 -2.0
南巨摩郡⾝延町 準⼯業地
南巨摩郡⾝延町 ⼯業地
南巨摩郡⾝延町 市街化調整区域内宅地
南巨摩郡⾝延町 林地
南巨摩郡富⼠川町 住宅地 -0.9 -0.8 -1.2 -1.2 -1.0
南巨摩郡富⼠川町 宅地⾒込地
南巨摩郡富⼠川町 商業地 0.0 0.0 -0.7 -0.7 -0.7
南巨摩郡富⼠川町 準⼯業地
南巨摩郡富⼠川町 ⼯業地
南巨摩郡富⼠川町 市街化調整区域内宅地
南巨摩郡富⼠川町 林地
中巨摩郡昭和町 住宅地 0.5 1.1 0.7 1.8 1.5
中巨摩郡昭和町 宅地⾒込地
中巨摩郡昭和町 商業地 3.1 2.0 1.2 0.8 0.6
中巨摩郡昭和町 準⼯業地
中巨摩郡昭和町 ⼯業地 0.0 0.0 0.0 2.0 1.9
中巨摩郡昭和町 市街化調整区域内宅地
中巨摩郡昭和町 林地
南都留郡⻄桂町 住宅地 -1.5 -1.9 -2.0 -1.6 -1.6
南都留郡⻄桂町 宅地⾒込地
南都留郡⻄桂町 商業地 -1.1 -1.1 -1.4 -1.2 -1.2
南都留郡⻄桂町 準⼯業地
南都留郡⻄桂町 ⼯業地
南都留郡⻄桂町 市街化調整区域内宅地
南都留郡⻄桂町 林地
南都留郡忍野村 住宅地 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4
南都留郡忍野村 宅地⾒込地
南都留郡忍野村 商業地 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
南都留郡忍野村 準⼯業地



南都留郡忍野村 ⼯業地
南都留郡忍野村 市街化調整区域内宅地
南都留郡忍野村 林地
南都留郡⼭中湖村 住宅地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
南都留郡⼭中湖村 宅地⾒込地
南都留郡⼭中湖村 商業地 0.0 0.0 -1.0 -0.5 0.0
南都留郡⼭中湖村 準⼯業地
南都留郡⼭中湖村 ⼯業地
南都留郡⼭中湖村 市街化調整区域内宅地
南都留郡⼭中湖村 林地
南都留郡富⼠河⼝湖町 住宅地 -0.7 -0.4 -0.5 -0.2 -0.2
南都留郡富⼠河⼝湖町 宅地⾒込地
南都留郡富⼠河⼝湖町 商業地 0.0 2.9 -0.6 -0.2 0.0
南都留郡富⼠河⼝湖町 準⼯業地
南都留郡富⼠河⼝湖町 ⼯業地
南都留郡富⼠河⼝湖町 市街化調整区域内宅地
南都留郡富⼠河⼝湖町 林地


